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新型コロナウイルス感染防止のため5月６日まで施設貸出を休止いたします。
新型コロナウイルス感染防止対策のため4月16日、政府は「緊急事態宣言」を東京、神奈川他の首都圏
を含む７都府県から全国へと対象地域を拡大して発令しました。このため日限山地域ケアプラザは、
横浜市の方針に従い、5月6日まで施設貸出を休止させて頂きます。また5月31日までの当ケアプラザ
が実施を予定しているすべてのイベントおよび、6月恒例の「ケアプラtheフェスティバルin日限山」
を中止とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします（※施設貸出の
休止期間は、情勢により延期となる場合があります。また掲載イベントや講座が中止・変更となる場
合があります）。
2020年4月20日

日限山地域ケアプラザ

所長

仲嶋

正幸

基本的な感染予防対策

帰宅時や調理の前後、食事
前などにせっけんを使って
手洗いをしましょう。

自分の咳やくしゃみで他の人
に感染させないために、マス
クやハンカチを使って、
口や鼻をおさえましょう。

体力が低下すると感染しや
すくなり、また感染した時
に症状が重くなってしまう
ことがあります。

～新型コロナウイルス感染症が心配なとき～
「風邪のような症状」「37.5℃以上の発熱」がある方
(一般の方）症状が4日以上続く場合
(高齢・基礎疾患がある・妊婦の方）
症状が4日以上続く場合

新型コロナウイルス感染症についての一般のご相談
感染症の特徴、予防方法、有症時の対応
など、新型コロナウイルス感染症に関す
る全般的なご相談に対応

「強いだるさ息苦しさ」がある方
新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター

〇電話番号 045（664）7761
〇受付時間 午前９時から午後９時まで
（土日、祝日を含む）

横浜市 新型コロナウイルス感染症コールセンター
〇電話番号 045（550）5530
〇受付時間 午前９時から午後９時まで
（土日、祝日を含む）

「ひまわりホルダー」をお持ちの5月、6月 誕生日の方！

更新の連絡を、お願いいたします！
登録内容に変更がない場合でも、更新の連絡をお願いいたします。
更新は無料です

日限山地域ケアプラザ ０４５（８２７）１８７０
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幼いお子さんと日々をすごされているご家族へ
ちょっと絵本に助けてもらいませんか？

絵本専門士 田中千恵

外出自粛要請が続いていますね。家族や幼い子どもの感染や、子どもを毎日家ですごさせることへ
不安を募らせていると思います。そんな今、絵本に手助けしてもらうのはいかがですか？ 親子で
絵本の時間を楽しむ方法、お手持ちの絵本でも遊べる工夫などをご紹介いたします。

絵本で、春の発見を拡げる

絵本で身体を使って遊ぶ
0、1、2歳のお子さんは、身体の使い方や言葉を無意識
のうちに、どんどん吸収し、獲得していく時期です。言
葉も身体も見て真似てが、とっても大切な時期。ことば
を遊ぶ絵本としては『もこもこもこ』『まり』。ことば
とからだで楽しむ絵本としては、『ぴょーん 』『ぺんぎ
んたいそう』等があります。子どもと一緒にふれあい遊
びや、わらべうた遊びができる絵本として『あがりめさ
がりめ』もおすすめです。
もう少し大きくなって、ダイナミックに遊びたいお子さ
ん向けには、お父さんをアトラクションのようにして、
身体を使った遊び方が描かれている『あそぼうあそぼう
おとうさん』も楽しいですよ。
お母さんお父さんが、絵本を通して言葉遊びや真似っこ
遊び、身体を使いながらコミュニケーションをたくさん
とって遊んでみてください！

子どもは自然の中でたくさんの発見をし、感性を磨き
ます。春は自然の中でたくさんの命が芽吹く季節。
少しお散歩したり、家の前で遊ぶだけでも、穏やかな
空気を感じ、小さな草花や虫たちにも出会うことがで
きますね。外で感じた子どもの発見や経験。それを確
かめたり、深めたり、拡げたりするのに、絵本は役立
ちます。かがくのえほんや、図鑑絵本という形で出会
うことができます。『たんぽぽ 』『りんごとちょう』
『かたばみ』、自然を細かく捉えた絵本に驚きます。
子どもは低い視線から、大人よりもよく観察していた
りするもの。大人以上に多くのことを感覚的に捉えて
おり、それを絵本で共有することにより、知性や感性
が深まります。少し大きくなったら、物語と自然を子
どものファンタジーの心で楽しめる『リーサの庭の花
まつり』のエルサベスコフの絵本もおすすめです。

いかがでしたか？幼いお子さんは、親が読んであげなければ、本を読むことはできません。文字が読めるように
なっても、「読めること＝物語を理解すること」ではありません。小学校高学年位になるまでは、読み聞かせが
必要な時期です。子どもは、読み聞かせによって、大好きなお母さん、お父さんの、声の温もりを感じることが
できます。今この時、お子さんと向かい合う日々が、楽しく豊かなものになりますように。

家 族のつ ど い
認知症のご家族がいらっしゃる方へ交流と
情報交換の場です。
“ほっと ひといき”
お茶を飲みながらお話ししましょう。
日ごろの思いやお困りのこと、どんな工夫を
こらしたらよかったかなど、
話すことで“ほっと ひといき”できる集ま
りです。心と身体がスッキリするストレッチ
も行います。６月と１１月は、話し合いの他
に、忙しい時でも簡単に作れるクッキングを
予定しています。

２０２０年度
認知症・家族のつどい
6月19日(金）
+簡単ｸｯｷﾝｸﾞ

7月17日(金）
11月20日(金）
+簡単ｸｯｷﾝｸﾞ
3月19日(金）

9月18日(金） 10月16日(金）
1月15日(金）

2月19日(金）

（※8月、12月はお休みです。）

・開催日時：毎月 第３金曜日 13:30 ～ 15:00
・場 所：日限山地域ケアプラザ
・対 象：認知症のご家族がいらっしゃる方
★事前登録制です。
・お問合せ・お申込み：包括支援センター 担当：琴寄・赤根川・土屋 電話：045（827）1870
日限山地域ケアプラザの貸館空き状況が
インターネットで確認できます。

「日限山地域ケアプラザ」で検索ください。
５ヶ月の貸館空き状況を確認することができます。
「日限山地域ケアプラザ｜社会福祉法人 同塵会」の
ホームページの「貸館予約状況はこちら」を選択
(クリック)してください。

※ＱＲコードで
検索できます

≪電話での予約について≫

電話予約の場合は仮予約です。

必ず一週間以内に窓口で利用申込書記入をお願いいたしま
す。提出がない場合はキャンセルとさせて頂きます。
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日限山地域ケアプラザ職員のご挨拶 ☆☆～～ m(__)m
たていし もとこ

【就任のご挨拶】生活支援コーディネーター

立石 雅子

皆さま、はじめまして、こんにちは。4月より日限山地域ケアプラザの生活支援
コーディネーターを担当することになりました。3月までは、下永谷地域ケアプ
ラザのデイサービスに丸7年、介護福祉士として勤務しておりました。これまで
の経験をいかし、皆さまのお力をお借りしながら、よりよい地域活動となります
よう、お手伝いさせていただききたく思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

包括支援センター 主任ケアマネジャー
【就任のご挨拶】

主任ケアマネジャー
【退任のご挨拶】

ことより みちお

琴寄 理雄

4月から包括支援センター 主任ケアマネジャーにな
りました。今までは29年度から3年間、生活支援
コーディネーターとして地域の皆さまに大変お世話
になりました。力不足でしたがこれからも相談員と
して日限山地域ケアプラザを通じて皆さまにお世話
になります。
宜しくお願い申し上げます。

たまいし さなえ

玉石 早苗

主任ケアマネジャーを3年勤めさせて頂きました。
本当にあっという間でした。自転車で走っていると
声をかけて下さる方が沢山いて、いつも力を頂きま
した。日限山や丸山台から坂を上ってケアプラザに
戻るとき、富士山や桜、青葉に癒されていました。
本当に良い町だと思います。こちらで教えて頂いた
ことを胸に、次の町でもケアマネジャーとして頑張
りたいと思います。ありがとうございました。

※コロナウイルス感染対策のためスタートが延期になりました。

みんなで歌って笑顔になろう‼
毎月 第1木曜日 １０：００～11:30
※名称と開催日を変更しました。

【お問い合わせ】
横浜市日限山地域ケアプラザ 地域活動交流
電話 045（827）1870

♪対 象：歌が好きな方、どなたでも。
♪参加費：１回 ２００円
♪持ち物：飲み物
♪定 員：４０名(登録制・先着順)
♪場 所：日限山地域ケアプラザ１階
多目的ホール１
♪ピアノ：星 佳代（プチハウス）
♪申込み：日限山ケアプラザに
電話または受付にて。
お申込みの際、
みんなで一緒に歌いたい曲を
１曲教えてください☆

「将棋しましょ。」中止。3・4月号でご案内いたしました5月10日・24日に開催を予定していましたが、コロナウイルス感
染対策のため中止とさせていただきます。皆さまのご要望もあり、また改めて企画させていただこうと考えています。

「貸館団体ご紹介」シリーズ（13）

古文書に親しむ会

くずし字を解読して古文書に親しみませんか ？
私たちは主に地元の古文書を対象に、解読の勉強をしています。
勉強会は「ケアプラザ」と「さわやか港南」で 月1回開いています。
参加者は日限山地区近辺にお住いの皆さんで、現在会員数6名です。
勉強の結果は適時、田上繁先生（神奈川大学名誉教授）のご指導を
いただいています。また、日限山ケアプラザの展示会（ケアプラtheギャラリー）
には初回から参加し、毎年横浜の歴史を紹介しています。
平成24年12月には上大岡村 『北見家文書史料集』 を出版しました。
古文書は地元のご祖先さまが作った手作りのドキュメンタリーです。
古文書に関心のある方の入会を歓迎します。いつでもご連絡ください。
「ケアプラtheギャラリー」出展

○活動日 ：毎月 第４土曜日 午後

○見 学 ：見学されたい方は、日限山地域ケアプラザまでご連絡ください。
電話 ０４５ (８２７) １８７０

「貸館団体ご紹介」記事募集‼ 日限山地域ケアプラザに登録されている団体が対象です。活動内容（写真含む）、
活動日、会費などを紹介して仲間を募集してみませんか。掲載月は別途ご相談とさせていただきます。掲載を希望される
場合は、日限山地域ケアプラザ ０４５（８２７）１８７０まで、ご連絡ください。

※駐車場に限りがあります。車での来館はご遠慮ください
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6月

日

日限山地域ケアプラザ イベントカレンダー

月
1

6
月

火
2

3

4

宿題ルーム
15:00～16:30

8

9

10
ぐんぐんひろば
10:00～11:30

宿題ルーム
15:00～16:30

15

宿題ルーム
15:00～16:30

16

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

17

22

23

24

19

20

子育てひろば
10:00～12:00
認知症家族のつどい
13:30～15:00
宿題ルーム
15:00～16:30

25

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

28

13

宿題ルーム
15:00～16:30

18

宿題ルーム
15:00～16:30

12

カフェドリーム
13:30～15:30

赤ちゃん教室
10:00～11:30

宿題ルーム
15:00～16:30

にちようあそVIVA
15:00～16:30

6

子育てひろば
10:00～12:00

あい碁で将
13:00～17:00

ぴよぴよスペース
13:00～15：00

5

土

宿題ルーム
15:00～16:30

11

ぴよぴよスペース
13:00～15：00

21

金

子育てひろば
10:00～12:00

あい碁で将
13:00～17:00

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

14

木

貸館抽選会
11:00～12:00

宿題ルーム
15:00～16:30

7

水

26

27

子育てひろば
10:00～12:00

休館日
宿題ルーム
15:00～16:30

29

宿題ルーム
15:00～16:30

30
※コロナウイルス感染防止対策のため、5月のイベントは
中止とさせていただきます。また、掲載のイベントや講座も
中止・変更となる場合があります。
※5月のパン販売は中止とさせていただきます。

オトナの学習ルーム
9:30～11:45
宿題ルーム
15:00～16:30

パン販売は

毎月第1金曜、第２・３水曜の12時～です。

●横浜市日限山地域ケアプラザ●
〒233-0015 横浜市港南区日限山1-66-55
℡ 045(827)1870 Fax 045(827)1872
日限地蔵前交差点すぐ：市営地下鉄「下永谷」から徒歩9分。
バス停「日限山」からすぐ

休館日：毎月第4水曜日 （６/2４）
※年末年始以外の休館日は受付業務を行っております。
※駐車スペースが限られているため、ご来館の際は公共
交通機関をご利用ください。

